
26013 9月10日 晴 良 （29阪神4）第2日 第1競走 ��
��1，400�サラブレッド系2歳

発走9時55分 （ダート・右）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：23．0
1：23．0

重
重

811 テイエムオスカー 牡2黒鹿54 戸崎 圭太竹園 正繼氏 山内 研二 日高 日高テイエム
牧場株式会社 462－141：26．2 3．6�

11 ナ ム ラ キ ヌ 牝2鹿 54 秋山真一郎奈村 睦弘氏 福島 信晴 日高 いとう牧場 452－ 81：26．62� 7．0�
22 ラ イ ナ ス 牡2栗 54 和田 竜二橋元 勇氣氏 浜田多実雄 浦河 笠松牧場 480－ 61：27．13 3．0�
78 コウエイアンカ 牡2鹿 54 小牧 太伊東 政清氏 柴田 光陽 日高 浜本牧場 476＋101：27．41� 7．8�
67 サイモンバイタル 牡2鹿 54 高倉 稜澤田 昭紀氏 川村 禎彦 新ひだか 田原橋本牧場 436＋101：28．03� 127．6�
33 タマモオテンバ 牝2栗 54

53 ☆	島 克駿タマモ� 五十嵐忠男 新冠 守矢牧場 434－121：28．31� 73．6	
79 セイウンデルレイ 牡2鹿 54 幸 英明西山 茂行氏 宮本 博 新ひだか 藤巻 則弘 474－ 21：28．4� 21．1

66 
 ケンデスティニー 牡2栗 54 福永 祐一中西 宏彰氏 森 秀行 米

Sequel Thorough-
breds & Hidden
Lake Farm, LLC

466＋ 41：28．5� 6．2�
810 クリノヒビキ 牡2栗 54 高田 潤栗本 博晴氏 湯窪 幸雄 浦河 バンブー牧場 474± 01：28．92� 50．4�
44 ノーフェイク 牡2鹿 54 藤懸 貴志 社台レースホース平田 修 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 448＋ 81：29．0クビ 16．7�
55 サツキロビン 牝2鹿 54 川島 信二小野 博郷氏 服部 利之 新冠 的場牧場 454－ 21：30．06 162．1�

（11頭）

売 得 金
単勝： 28，396，700円 複勝： 33，877，800円 枠連： 9，637，000円
馬連： 51，881，400円 馬単： 26，208，200円 ワイド： 28，634，000円
3連複： 66，963，500円 3連単： 97，225，300円 計： 342，823，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 130円 � 180円 � 120円 枠 連（1－8） 1，280円

馬 連 �� 1，380円 馬 単 �� 2，250円

ワ イ ド �� 520円 �� 260円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，180円 3 連 単 ��� 6，950円

票 数

単勝票数 計 283967 的中 � 66650（2番人気）
複勝票数 計 338778 的中 � 71921（2番人気）� 36267（5番人気）� 82642（1番人気）
枠連票数 計 96370 的中 （1－8） 5800（7番人気）
馬連票数 計 518814 的中 �� 29103（6番人気）
馬単票数 計 262082 的中 �� 8714（9番人気）
ワイド票数 計 286340 的中 �� 13083（7番人気）�� 31237（1番人気）�� 17891（5番人気）
3連複票数 計 669635 的中 ��� 42450（2番人気）
3連単票数 計 972253 的中 ��� 10136（11番人気）

ハロンタイム 12．4―10．7―11．7―12．7―13．4―12．6―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．4―23．1―34．8―47．5―1：00．9―1：13．5

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F51．4―3F38．7
3 ・（4，8）（6，11）（3，2）－9（10，1）7－5 4 ・（4，8）11，6，2（3，1）－（10，9，7）－5

勝馬の
紹 介

テイエムオスカー �
�
父 ニューイングランド �

�
母父 カコイーシーズ デビュー 2017．8．5 小倉5着

2015．5．5生 牡2黒鹿 母 テイエムシーズン 母母 モンテカモン 3戦1勝 賞金 7，000，000円

26014 9月10日 晴 良 （29阪神4）第2日 第2競走 ��
��1，600�サラブレッド系2歳

発走10時25分 （芝・右・外）
未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� 基準タイム

中央レコード
1：33．1
1：32．3

良
良

66 ラ テ ュ ロ ス 牝2鹿 54 秋山真一郎 �社台レースホース高野 友和 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 418± 01：37．4 2．2�

89 ブラックジルベルト 牡2黒鹿54 池添 謙一安原 浩司氏 安田 隆行 浦河 三嶋牧場 458－ 21：37．5� 4．4�
11 スプリングフライト 牡2鹿 54 小牧 太宮本 貞雄氏 羽月 友彦 日高 石原牧場 454± 01：37．71 91．9�
55 サクセステーラー 牡2黒鹿 54

53 ☆岩崎 翼中西 浩一氏 石橋 守 平取 有限会社中
田牧場 436－ 61：37．8� 106．5�

44 ア オ ラ ニ 牝2栗 54 戸崎 圭太山住 勲氏 寺島 良 浦河 杵臼牧場 442－ 61：38．01	 16．2�
88 スリーヘリオス 牡2黒鹿54 北村 友一永井商事	 村山 明 浦河 辻 牧場 472＋ 8 〃 クビ 96．3

22 フルオーライト 牡2黒鹿54 和田 竜二キャピタルクラブ 佐々木晶三 浦河 カナイシスタッド 502± 01：38．21� 44．3�
77 
 ジャスパープリンス 牡2鹿 54 浜中 俊加藤 和夫氏 森 秀行 米

Hill ’n’ Dale
Equine Hold-
ings, Inc

452± 01：38．3� 3．7�
33 コンファーメント 牡2鹿 54 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 516± 01：38．72� 7．4
（9頭）

売 得 金
単勝： 34，444，600円 複勝： 42，441，300円 枠連： 8，425，600円
馬連： 50，375，500円 馬単： 32，552，400円 ワイド： 31，079，800円
3連複： 65，807，000円 3連単： 130，185，000円 計： 395，311，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 220円 複 勝 � 110円 � 130円 � 1，000円 枠 連（6－8） 430円

馬 連 �� 410円 馬 単 �� 640円

ワ イ ド �� 190円 �� 2，720円 �� 3，040円

3 連 複 ��� 8，290円 3 連 単 ��� 23，200円

票 数

単勝票数 計 344446 的中 � 130234（1番人気）
複勝票数 計 424413 的中 � 168578（1番人気）� 79108（2番人気）� 4931（7番人気）
枠連票数 計 84256 的中 （6－8） 15174（2番人気）
馬連票数 計 503755 的中 �� 94219（2番人気）
馬単票数 計 325524 的中 �� 37747（1番人気）
ワイド票数 計 310798 的中 �� 56295（1番人気）�� 2434（19番人気）�� 2175（20番人気）
3連複票数 計 658070 的中 ��� 5953（19番人気）
3連単票数 計1301850 的中 ��� 4067（71番人気）

ハロンタイム 12．7―11．2―12．5―13．4―13．4―11．7―11．0―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．7―23．9―36．4―49．8―1：03．2―1：14．9―1：25．9

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．6―3F34．2
3 8，9（6，7）（1，3）（5，4）2 4 ・（8，9）3（6，7）（1，4）5，2

勝馬の
紹 介

ラ テ ュ ロ ス �
�
父 ディープインパクト �

�
母父 Touch Gold デビュー 2017．6．18 阪神2着

2015．1．17生 牝2鹿 母 スウィートハース 母母 Sweet Gold 2戦1勝 賞金 7，800，000円

枠
番
馬
番 馬 名 毛

色
年
齢性

重量 騎 手 馬 主 調教師 産
地・生産牧場

馬
装
具
馬体
重量
前走
増減 タイム 着 差 単勝

オッズ・
単勝
人気

第４回 阪神競馬 第２日



26015 9月10日 晴 良 （29阪神4）第2日 第3競走 ��1，800�サラブレッド系3歳
発走10時55分 （ダート・右）

未勝利；負担重量は，馬齢重量
本 賞 5，000，000円 2，000，000円 1，300，000円 750，000円 500，000円� コースレコード

中央レコード
1：48．5
1：47．8

重
重

36 ビッグアイランド 牡3鹿 56 高倉 稜前田 幸治氏 渡辺 薫彦 新冠 守矢牧場 510－ 41：53．4 6．7�
815 ア レ ラ ー モ 牡3鹿 56 北村 友一 �サンデーレーシング 高野 友和 安平 ノーザンファーム 508＋ 41：53．5� 1．9�
59 ギルデドアーマー 牡3鹿 56 浜中 俊 H.H．シェイク・モハメド 中内田充正 安平 追分ファーム 482± 01：53．71� 3．3�
713 ブルーオラーリオ 牡3青鹿56 太宰 啓介 �ブルーマネジメント渡辺 薫彦 浦河 エムエム、ヤ

マダファーム 448－ 41：53．8� 62．4�
48 マ リ ナ ー �3栗 56 中谷 雄太前原 敏行氏 松下 武士 新ひだか チャンピオンズファーム B478－ 81：54．22� 43．8	
23 モードザナゲット 牝3黒鹿54 大野 拓弥竹本いずみ氏 荒川 義之 浦河 高昭牧場 492－101：54．83� 52．7

35 トウシンアサヒ 牡3鹿 56

55 ☆荻野 極�サトー 村山 明 日高 シンボリ牧場 448± 01：55．01� 250．6�
816 プ ル マ ン 牡3黒鹿56 藤岡 佑介市川義美ホール

ディングス� 吉村 圭司 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 520＋ 61：55．1� 165．9�

611 タマモブローチ 牝3青鹿 54
51 ▲富田 暁タマモ� 池添 学 日高 スマイルファーム 428－ 21：55．2� 24．8

510 ストリートスマート 牡3鹿 56
55 ☆岩崎 翼畑佐 博氏 石橋 守 新ひだか グランド牧場 482± 01：55．3� 56．0�

12 オブラプリーマ 牡3黒鹿 56
53 ▲森 裕太朗名古屋友豊� 宮本 博 新ひだか 桜井牧場 528 ―1：55．4� 45．9�

24 サウンドゴールド 牡3栗 56 幸 英明増田 雄一氏 安達 昭夫 安平 ノーザンファーム 494－121：56．03� 21．6�
11 エ ー ジ ャ ロ 牡3黒鹿56 和田 竜二岡 浩二氏 斉藤 崇史 新ひだか 真歌田中牧場 482－ 81：56．53 122．1�
612 メイショウタイホウ 牡3黒鹿 56

55 ☆	島 克駿松本 好�氏 安達 昭夫 浦河 浦河日成牧場 474± 01：56．92� 205．6�
47 シャープセンス 牡3黒鹿56 石橋 脩 H.H．シェイク・モハメド 西園 正都 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 522＋ 2 〃 ハナ 13．1�
714 フェアチャイルド 牝3鹿 54 酒井 学岩﨑 伸道氏 北出 成人 洞
湖 レイクヴィラファーム 442± 01：58．8大差 65．7�

（16頭）

売 得 金
単勝： 28，349，800円 複勝： 71，416，000円 枠連： 14，263，600円
馬連： 61，269，000円 馬単： 37，060，400円 ワイド： 42，135，400円
3連複： 91，278，200円 3連単： 140，585，800円 計： 486，358，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 670円 複 勝 � 140円 � 110円 � 130円 枠 連（3－8） 700円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，420円

ワ イ ド �� 250円 �� 380円 �� 150円

3 連 複 ��� 600円 3 連 単 ��� 4，500円

票 数

単勝票数 計 283498 的中 � 33478（3番人気）
複勝票数 計 714160 的中 � 60327（3番人気）� 417741（1番人気）� 81275（2番人気）
枠連票数 計 142636 的中 （3－8） 15575（2番人気）
馬連票数 計 612690 的中 �� 85164（2番人気）
馬単票数 計 370604 的中 �� 19523（4番人気）
ワイド票数 計 421354 的中 �� 38862（2番人気）�� 22418（3番人気）�� 90057（1番人気）
3連複票数 計 912782 的中 ��� 112677（1番人気）
3連単票数 計1405858 的中 ��� 22634（7番人気）

ハロンタイム 12．7―10．9―13．7―12．2―12．3―12．9―13．1―12．9―12．7

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．7―23．6―37．3―49．5―1：01．8―1：14．7―1：27．8―1：40．7

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F51．6―3F38．7
1
3

・（6，7）（2，9）－（1，16）－（8，10，11）14（3，12）（13，15）－4－5
6，7－16，9－2（1，15）（8，11）（3，10）（13，14）12－4－5

2
4
・（6，7，16）9，2，1（8，11）（10，14）3（12，15）13－4－5
6，7（16，9）（2，15）－（8，1）（3，11）13－10－（12，5）（4，14）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ビッグアイランド �
�
父 カ ネ ヒ キ リ �

�
母父 サニーブライアン デビュー 2017．7．8 中京12着

2014．5．26生 牡3鹿 母 ブ ル ー ア イ 母母 ドリーミーアイ 4戦1勝 賞金 6，300，000円
〔タイムオーバーによる出走制限〕 フェアチャイルド号は，「タイムオーバーによる出走制限」のため，平成29年10月10日まで平地

競走に出走できない。
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－2により以下の1頭が出走できる馬とならなかった。
（非抽選馬） 1頭 メッサーマイスター号

26016 9月10日 晴
（ 芝 ）良
（ダート）良 （29阪神4）第2日 第4競走 ��2，970�サラブレッド系障害3歳以上

発走11時25分 （芝・ダート）

未勝利；負担重量は，3歳58�4歳以上60�，牝馬2�減
本 賞 7，800，000円 3，100，000円 2，000，000円 1，200，000円 780，000円� コースレコード3：15．7良・良

77 � シゲルノマオイ 牡5栗 60 草野 太郎森中 蕃氏 柴田 光陽 浦河 中村 雅明 490＋ 43：28．6 2．3�
55 メメニシコリ 牡4鹿 60 平沢 健治本谷 惠氏 飯田 雄三 千歳 社台ファーム 458± 0 〃 クビ 3．5�
33 シゲルスズキ 牡4栗 60 佐久間寛志森中 蕃氏 藤沢 則雄 新冠 北星村田牧場 500＋ 23：28．91� 5．2�
11 ビップディオス 牡3栗 58 黒岩 悠鈴木 邦英氏 清水 久詞 新ひだか タイヘイ牧場 494＋ 23：30．49 41．9�
89 モズカタクラ 牡3栗 58 熊沢 重文 �キャピタル・システム 高橋 亮 日高 目黒牧場 464－ 23：31．03� 5．1�
44 シゲルアミメキリン 牡3芦 58 植野 貴也森中 蕃氏 福島 信晴 小清水 千島北斗牧場 470＋123：31．1� 31．1	
88 テイエムファンドル 牡3栗 58 北沢 伸也竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 石川 栄一 484－ 23：35．0大差 54．8

66 ツーエムカイザー 牡5鹿 60 田村 太雅水谷 昌晃氏 佐藤 正雄 様似 中脇 一幸 502± 03：35．42� 18．2�
22 メイショウハガネ 牡3黒鹿58 森 一馬松本 好雄氏 松永 昌博 日高 下河辺牧場 458＋ 83：36．03� 30．7�

（9頭）

売 得 金
単勝： 18，078，100円 複勝： 15，848，400円 枠連： 6，585，000円
馬連： 32，228，400円 馬単： 21，907，100円 ワイド： 18，715，300円
3連複： 48，396，600円 3連単： 100，346，700円 計： 262，105，600円

払戻金・
給付金

単 勝 � 230円 複 勝 � 110円 � 120円 � 130円 枠 連（5－7） 380円

馬 連 �� 350円 馬 単 �� 630円

ワ イ ド �� 170円 �� 220円 �� 270円

3 連 複 ��� 440円 3 連 単 ��� 1，330円

票 数

単勝票数 計 180781 的中 � 60895（1番人気）
複勝票数 計 158484 的中 � 53202（1番人気）� 32073（2番人気）� 24218（3番人気）
枠連票数 計 65850 的中 （5－7） 13217（1番人気）
馬連票数 計 322284 的中 �� 69998（1番人気）
馬単票数 計 219071 的中 �� 25933（1番人気）
ワイド票数 計 187153 的中 �� 32718（1番人気）�� 20104（2番人気）�� 15833（4番人気）
3連複票数 計 483966 的中 ��� 82176（1番人気）
3連単票数 計1003467 的中 ��� 54636（1番人気）
上り 1マイル 1：48．2 4F 51．7－3F 39．1

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 �→�→�→�」
�
�
3，1，9，4，5，7－2－8＝6
9，3（4，5）7－1＝8－2－6

�
�
・（3，1）5（9，7）4（2，8）＝6
3－（9，5）4，7－1＝8－6＝2

勝馬の
紹 介

�シゲルノマオイ 
�
父 ストーミングホーム 

�
母父 フレンチデピュティ

2012．3．1生 牡5栗 母 シゲルホープ 母母 ヒシフラワー 障害：7戦1勝 賞金 15，680，000円
初出走 JRA



26017 9月10日 晴 良 （29阪神4）第2日 第5競走 ��
��2，000�サラブレッド系2歳

発走12時15分 （芝・右）
新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
2：00．8
1：59．8

良
良

66 シルヴァンシャー 牡2鹿 54 M．デムーロ �サンデーレーシング 池江 泰寿 安平 ノーザンファーム 470 ―2：04．1 1．3�
33 ムーンレイカー 牡2鹿 54 池添 謙一門野 重雄氏 池添 兼雄 新ひだか フジワラフアーム 472 ―2：04．2� 4．6�
11 ケイティクレバー 牡2鹿 54 小林 徹弥瀧本 和義氏 目野 哲也 千歳 社台ファーム 438 ―2：04．3クビ 42．8�
88 サ ン デ ィ ー 牝2黒鹿54 福永 祐一山住 勲氏 千田 輝彦 日高 チャンピオン

ズファーム 448 ―2：04．72� 15．6�
44 プルンクザール 牡2栗 54 浜中 俊水上ふじ子氏 石坂 正 浦河 笠松牧場 456 ―2：05．12� 7．9�
55 エーティーマゼラン 牡2栗 54 幸 英明荒木 徹氏 湯窪 幸雄 浦河 日の出牧場 482 ―2：05．2� 23．8	
77 ブライトヴィーナス 牝2鹿 54 国分 恭介中地賢次郎氏 中村 均 新ひだか 久米 和夫 436 ―2：07．3大差 59．9

22 ワンダーコンセギル 牡2栗 54 古川 吉洋山本 信行氏 松永 幹夫 新ひだか 米田牧場 490 ―2：09．4大差 64．1�

（8頭）

売 得 金
単勝： 34，417，000円 複勝： 87，302，800円 枠連： 発売なし
馬連： 45，871，900円 馬単： 37，950，000円 ワイド： 25，903，500円
3連複： 50，992，700円 3連単： 156，292，000円 計： 438，729，900円

払戻金・
給付金

単 勝 � 130円 複 勝 � 100円 � 110円 � 280円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 240円 馬 単 �� 340円

ワ イ ド �� 130円 �� 480円 �� 860円

3 連 複 ��� 1，660円 3 連 単 ��� 3，550円

票 数

単勝票数 計 344170 的中 � 198175（1番人気）
複勝票数 計 873028 的中 � 700588（1番人気）� 65284（2番人気）� 12413（6番人気）
馬連票数 計 458719 的中 �� 147302（1番人気）
馬単票数 計 379500 的中 �� 83601（1番人気）
ワイド票数 計 259035 的中 �� 74647（1番人気）�� 10766（6番人気）�� 5521（12番人気）
3連複票数 計 509927 的中 ��� 23028（6番人気）
3連単票数 計1562920 的中 ��� 31885（11番人気）

ハロンタイム 12．5―11．5―13．4―13．7―13．2―12．8―12．4―12．1―11．2―11．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．5―24．0―37．4―51．1―1：04．3―1：17．1―1：29．5―1：41．6―1：52．8

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F47．0―3F34．6
1
3
1，7（2，5）（3，8）－4－6・（1，7）（2，3，5）8（4，6）

2
4
1，7（2，5）（3，8）－4－6・（1，7，5）8（3，6）4，2

勝馬の
紹 介

シルヴァンシャー �

父 ディープインパクト �


母父 Jade Hunter 初出走

2015．3．28生 牡2鹿 母 ア ゼ リ 母母 Zodiac Miss 1戦1勝 賞金 7，000，000円

26018 9月10日 晴 良 （29阪神4）第2日 第6競走 ��1，400�サラブレッド系2歳
発走12時45分 （芝・右）

牝，新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 7，000，000円 2，800，000円 1，800，000円 1，100，000円 700，000円� コースレコード

中央レコード
1：21．1
1：20．3

稍重
良

79 デルニエオール 牝2栗 54 池添 謙一 �サンデーレーシング 池江 泰寿 白老 （有）社台コーポレー
ション白老ファーム 408 ―1：23．2 2．5�

44 ピエナミント 牝2鹿 54 秋山真一郎本谷 兼三氏 飯田 祐史 千歳 社台ファーム 432 ―1：23．3� 3．8�
11 ホウオウサンドラ 牝2栗 54 藤岡 康太小笹 芳央氏 宮 徹 日高 森永牧場 494 ― 〃 クビ 7．0�
78 リンクスナナ 牝2栗 54 �島 良太目谷 一幸氏 西橋 豊治 浦河 高松牧場 462 ―1：24．15 106．2�
811 メイショウタンゴ 牝2黒鹿54 浜中 俊松本 好雄氏 石橋 守 浦河 山田 昇史 480 ― 〃 アタマ 4．7�
22 キ フ ジ ン 牝2黒鹿54 川須 栄彦阿部東亜子氏 羽月 友彦 浦河 山田 昇史 378 ―1：24．2� 27．4	
55 ヴィグランドアテナ 牝2黒鹿54 幸 英明大島 豊彦氏 西村 真幸 千歳 社台ファーム 476 ―1：24．94 15．3

66 クリノクリストフ 牝2鹿 54 国分 恭介栗本 博晴氏 大根田裕之 日高 株式会社カ

ネツ牧場 442 ―1：25．22 42．1�
67 テイエムチャメワン 牝2鹿 54 田中 健竹園 正繼氏 福島 信晴 新ひだか 本桐牧場 428 ―1：25．62� 48．6�
810 カネコメハナコヨ 牝2芦 54 国分 優作髙岡 義雄氏 中尾 秀正 新冠 村上牧場 470 ―1：26．02� 130．4
33 リネンゴール 牝2鹿 54 和田 竜二戸山 光男氏 坂口 正則 日高 坪田 信作 454 ―1：27．27 62．3�

（11頭）

売 得 金
単勝： 35，246，800円 複勝： 37，268，800円 枠連： 9，820，300円
馬連： 54，057，900円 馬単： 33，821，500円 ワイド： 31，332，000円
3連複： 65，113，700円 3連単： 124，558，200円 計： 391，219，200円

払戻金・
給付金

単 勝 � 250円 複 勝 � 110円 � 130円 � 160円 枠 連（4－7） 470円

馬 連 �� 530円 馬 単 �� 830円

ワ イ ド �� 220円 �� 290円 �� 330円

3 連 複 ��� 820円 3 連 単 ��� 2，390円

票 数

単勝票数 計 352468 的中 � 115731（1番人気）
複勝票数 計 372688 的中 � 103274（1番人気）� 70752（2番人気）� 48953（4番人気）
枠連票数 計 98203 的中 （4－7） 15924（1番人気）
馬連票数 計 540579 的中 �� 78587（1番人気）
馬単票数 計 338215 的中 �� 30379（1番人気）
ワイド票数 計 313320 的中 �� 39174（1番人気）�� 27244（3番人気）�� 22259（5番人気）
3連複票数 計 651137 的中 ��� 58945（2番人気）
3連単票数 計1245582 的中 ��� 37647（2番人気）

ハロンタイム 12．5―11．1―12．1―12．4―12．2―11．3―11．6

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．5―23．6―35．7―48．1―1：00．3―1：11．6

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．5―3F35．1
3 ・（3，7）8（2，4，11）（1，9）－5，6－10 4 ・（3，7，8）（2，4，11）（1，9）－（5，6）－10

勝馬の
紹 介

デルニエオール �
�
父 ステイゴールド �

�
母父 メジロマックイーン 初出走

2015．3．4生 牝2栗 母 オリエンタルアート 母母 エレクトロアート 1戦1勝 賞金 7，000，000円



26019 9月10日 晴 良 （29阪神4）第2日 第7競走 ��1，200�サラブレッド系3歳以上
発走13時15分 （ダート・右）

牝，500万円以下；負担重量は，3歳53�4歳以上55�
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：08．8
1：08．7

重
重

610 ヤ サ シ サ 牝3鹿 53 浜中 俊佐久間拓士氏 奥村 豊 新冠 村上 欽哉 494＋ 81：11．5 6．0�
35 グラッブユアコート 牝5鹿 55 福永 祐一�G1レーシング 千田 輝彦 千歳 社台ファーム 476± 01：11．6� 1．7�
47 キョウワエステル 牝4鹿 55 竹之下智昭�協和牧場 千田 輝彦 新冠 協和牧場 482－ 81：11．92 14．6�
11 ラタンドレス 牝4鹿 55 戸崎 圭太 �ノルマンディーサ

ラブレッドレーシング 山内 研二 新ひだか 岡田スタツド 480－ 41：12．0� 30．1�
814 ウィッシュノート 牝3黒鹿53 北村 友一 �シルクレーシング 安田 隆行 安平 ノーザンファーム B428± 01：12．31� 27．9	
23 エイシンムー 牝3鹿 53 川須 栄彦�栄進堂 中尾 秀正 浦河 栄進牧場 482－ 21：12．4� 29．2

815 サトノレーヌ 牝3黒鹿53 中谷 雄太里見 治氏 高橋 康之 日高 下河辺牧場 434－ 61：12．5クビ 18．3�
58 マルクデラポム 牝4青鹿55 高倉 稜三宅 勝俊氏 松下 武士 浦河 昭和牧場 484＋ 4 〃 クビ 81．4�
59 ラララルジェス 牝4鹿 55 和田 竜二フジイ興産� 今野 貞一 千歳 社台ファーム 466－ 41：12．6クビ 11．3
712 トーホウビスカヤ 牝3鹿 53

52 ☆�島 克駿東豊物産� 川村 禎彦 浦河 酒井牧場 486－ 21：12．7� 9．5�
22 サンマルメジャール 牝5鹿 55

52 ▲森 裕太朗相馬 勇氏 山内 研二 浦河 木戸口牧場 470－ 61：12．8� 67．5�
713 ローザルージュ 牝4黒鹿 55

54 ☆岩崎 翼村上 稔氏 本田 優 新ひだか 久井牧場 498＋ 61：12．9� 48．2�
611 エイドローン 牝3青鹿53 幸 英明 �カナヤマホール

ディングス 鈴木 孝志 浦河 谷口牧場 476± 0 〃 アタマ 30．8�
46 メモリーフェーブル 牝3栗 53 荻野 琢真�シンザンクラブ 大久保龍志 浦河 大北牧場 452± 01：14．07 42．6�
34 	 アイファーチェンジ 牝3青鹿 53

50 ▲三津谷隼人中島 稔氏 崎山 博樹 新ひだか 野表 篤夫 408－ 21：14．31� 289．7�
（15頭）

売 得 金
単勝： 36，981，900円 複勝： 146，201，600円 枠連： 18，392，900円
馬連： 87，892，600円 馬単： 49，924，400円 ワイド： 53，418，800円
3連複： 117，904，200円 3連単： 182，152，600円 計： 692，869，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 600円 複 勝 � 180円 � 110円 � 240円 枠 連（3－6） 430円

馬 連 �� 550円 馬 単 �� 1，390円

ワ イ ド �� 260円 �� 1，210円 �� 400円

3 連 複 ��� 1，810円 3 連 単 ��� 10，280円

票 数

単勝票数 計 369819 的中 � 48665（2番人気）
複勝票数 計1462016 的中 � 64950（2番人気）� 1113532（1番人気）� 38951（4番人気）
枠連票数 計 183929 的中 （3－6） 32778（1番人気）
馬連票数 計 878926 的中 �� 122767（1番人気）
馬単票数 計 499244 的中 �� 26779（5番人気）
ワイド票数 計 534188 的中 �� 60606（1番人気）�� 9792（13番人気）�� 33917（4番人気）
3連複票数 計1179042 的中 ��� 48739（1番人気）
3連単票数 計1821526 的中 ��� 12843（16番人気）

ハロンタイム 12．5―11．0―11．2―11．6―12．0―13．2

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．5―23．5―34．7―46．3―58．3

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．0―3F36．8
3 10－12（2，15）3（5，13）7（9，11）14（4，8）（1，6） 4 10－12－（2，3，15）5（7，13）9（14，11）8，4（1，6）

勝馬の
紹 介

ヤ サ シ サ �
�
父 ジョーカプチーノ �

�
母父 ボストンハーバー デビュー 2016．10．23 京都17着

2014．3．26生 牝3鹿 母 ド キ ュ ン 母母 シ ン ハ ラ 9戦2勝 賞金 19，000，000円

26020 9月10日 晴 良 （29阪神4）第2日 第8競走 ��2，000�サラブレッド系3歳以上
発走13時50分 （ダート・右）

500万円以下；負担重量は，3歳54�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
2：01．0
2：01．0

不良
不良

33 ロイヤルネイビー 牡4黒鹿57 戸崎 圭太谷掛 龍夫氏 大久保龍志 千歳 社台ファーム 468＋ 22：05．7 3．6�
55 サウスオブボーダー 牡4鹿 57 北村 友一三田 昌宏氏 五十嵐忠男 千歳 社台ファーム B452－12 〃 ハナ 19．2�
810 ストライクイーグル 牡4青鹿57 M．デムーロ �キャロットファーム 杉山 晴紀 新ひだか 前田 宗将 506＋182：05．8� 2．1�
811 ミキノトランペット 牡3鹿 54 福永 祐一谷口 久和氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 508＋ 22：06．22� 4．0�
67 モンストルコント 牡4黒鹿57 国分 恭介 �社台レースホース本田 優 千歳 社台ファーム 502＋102：06．51� 28．2�
22 ダンツエンペラー 牡4鹿 57

56 ☆岩崎 翼山元 哲二氏 本田 優 新ひだか 岡田スタツド 472＋ 42：06．71� 82．5	
11 ヤマニンシルフ 牡4栗 57

54 ▲森 裕太朗土井 肇氏 山内 研二 新冠 錦岡牧場 446－ 22：07．02 17．1

44 オーバーカム �4鹿 57 	島 良太�ノースヒルズ 松永 幹夫 千歳 社台ファーム 492－ 22：07．63� 14．4�
66 エーアガイツ 牡3鹿 54 太宰 啓介藤田 孟司氏 高橋 亮 新冠 川上牧場 440＋ 8 〃 ハナ 196．4
78 フィールドリアン 牡5黒鹿57 秋山真一郎地田 勝三氏 西園 正都 千歳 社台ファーム 482＋ 62：07．92 115．7�
79 ネフェルティティ 牝4芦 55 石橋 脩前田 幸治氏 松元 茂樹 新冠 株式会社

ノースヒルズ 478± 02：08．1� 102．8�
（11頭）

売 得 金
単勝： 40，411，400円 複勝： 91，066，200円 枠連： 18，481，200円
馬連： 82，428，800円 馬単： 53，234，600円 ワイド： 47，732，400円
3連複： 111，064，500円 3連単： 229，511，400円 計： 673，930，500円

払戻金・
給付金

単 勝 � 360円 複 勝 � 120円 � 220円 � 110円 枠 連（3－5） 3，210円

馬 連 �� 2，600円 馬 単 �� 4，420円

ワ イ ド �� 610円 �� 200円 �� 470円

3 連 複 ��� 1，340円 3 連 単 ��� 12，370円

票 数

単勝票数 計 404114 的中 � 89680（2番人気）
複勝票数 計 910662 的中 � 128144（2番人気）� 38471（4番人気）� 533168（1番人気）
枠連票数 計 184812 的中 （3－5） 4460（10番人気）
馬連票数 計 824288 的中 �� 24496（8番人気）
馬単票数 計 532346 的中 �� 9032（12番人気）
ワイド票数 計 477324 的中 �� 17568（8番人気）�� 73546（2番人気）�� 23790（4番人気）
3連複票数 計1110645 的中 ��� 61749（3番人気）
3連単票数 計2295114 的中 ��� 13446（34番人気）

ハロンタイム 12．7―11．3―11．8―13．9―13．6―13．6―12．5―12．2―11．8―12．3

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600� 1，800�
12．7―24．0―35．8―49．7―1：03．3―1：16．9―1：29．4―1：41．6―1：53．4

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 1→2→3→4」 上り4F48．8―3F36．3
1
3
2－3，5，7，4，9，10（8，11）1－6
2，3（7，5）（4，10）（9，8）11，1，6

2
4
2－3，5，7，4，9，10，8，11，1，6・（2，3）5，7（10，11）4（9，1）（8，6）

市場取引馬
勝馬の
紹 介

ロイヤルネイビー �
�
父 キングカメハメハ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2016．3．19 阪神10着

2013．4．6生 牡4黒鹿 母 ロイヤルネックレス 母母 シルバーネックレス 9戦3勝 賞金 25，200，000円
［他本会外：1戦0勝］

〔発走状況〕 エーアガイツ号は，発進不良〔出遅れ〕。
〔調教再審査〕 エーアガイツ号は，発走調教再審査。



26021 9月10日 晴 良 （29阪神4）第2日 第9競走 ��
��1，400�

しんりょう

新 涼 特 別
発走14時25分 （ダート・右）
3歳以上，1，000万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 15，000，000円 6，000，000円 3，800，000円 2，300，000円 1，500，000円
付 加 賞 301，000円 86，000円 43，000円 � コースレコード

中央レコード
1：21．5
1：21．5

不良
不良

46 ディーズプラネット 牝4芦 55 四位 洋文秋谷 壽之氏 藤原 辰雄 新ひだか グランド牧場 500－ 21：23．1 3．0�
610 ス ト リ ク ス �4鹿 57 福永 祐一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 490－ 61：23．31	 8．7�
814 ベルエスメラルダ 牝3黒鹿53 岩崎 翼内田 滋三氏 村山 明 新ひだか へいはた牧場 442－ 61：23．4
 17．5�
712 マイネルラック 牡4鹿 57 戸崎 圭太 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 梅田 智之 浦河 木村牧場 478－ 41：23．5� 10．4�
45 スマートレイチェル 牝3黒鹿53 M．デムーロ大川 徹氏 西園 正都 浦河 桑田牧場 486＋ 41：23．81
 3．4�
813 メイショウノボサン 牡4栗 57 幸 英明松本 好雄氏 大橋 勇樹 浦河 まるとみ冨岡牧場 466－10 〃 クビ 17．1	
58 � マテラスカイ 牡3栗 55 浜中 俊大野 剛嗣氏 森 秀行 米 Lynch

Bages LTD 504± 01：24．01 22．7

22 リアルプロジェクト 牡5鹿 57 藤岡 康太吉岡 泰治氏 羽月 友彦 新ひだか 原 フアーム 516± 01：24．1
 33．2�
57 ナムライチバンボシ 牡7鹿 57 西田雄一郎奈村 信重氏 大和田 成 日高 中前牧場 B494± 01：24．31 158．6�
711 ナムラヒューマン 牡5芦 57 北村 友一奈村 信重氏 浜田多実雄 新ひだか 伊藤 和明 470－ 4 〃 クビ 22．1
69 ヒロブレイブ 牡4鹿 57 島 良太石川 博氏 川村 禎彦 新ひだか 小河 豊水 468－ 4 〃 クビ 6．7�
34 � ゼットマックイーン 牡4鹿 57 小牧 太�フォーレスト 吉田 直弘 新ひだか 広田牧場 458＋ 21：24．4
 132．7�
11 スターリーウインド 牝5黒鹿55 和田 竜二 �ヒダカ・

ブリーダーズ・ユニオン 今野 貞一 新ひだか 矢野牧場 476－ 41：24．61	 85．7�
33 シゲルゴホウサイ 牝5鹿 55 秋山真一郎森中 蕃氏 森田 直行 新冠 中央牧場 450± 01：24．81	 61．2�

（14頭）

売 得 金
単勝： 48，991，900円 複勝： 76，777，100円 枠連： 36，705，700円
馬連： 136，687，600円 馬単： 59，788，400円 ワイド： 76，563，700円
3連複： 186，546，300円 3連単： 259，834，000円 計： 881，894，700円

払戻金・
給付金

単 勝 � 300円 複 勝 � 150円 � 240円 � 490円 枠 連（4－6） 340円

馬 連 �� 1，370円 馬 単 �� 2，150円

ワ イ ド �� 580円 �� 1，370円 �� 3，050円

3 連 複 ��� 9，120円 3 連 単 ��� 29，820円

票 数

単勝票数 計 489919 的中 � 126890（1番人気）
複勝票数 計 767771 的中 � 181613（1番人気）� 76621（4番人気）� 30511（8番人気）
枠連票数 計 367057 的中 （4－6） 83374（1番人気）
馬連票数 計1366876 的中 �� 77208（4番人気）
馬単票数 計 597884 的中 �� 20770（4番人気）
ワイド票数 計 765637 的中 �� 35967（4番人気）�� 14166（17番人気）�� 6146（34番人気）
3連複票数 計1865463 的中 ��� 15340（29番人気）
3連単票数 計2598340 的中 ��� 6316（91番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―11．7―11．9―11．9―11．7―12．9

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200�
12．2―23．0―34．7―46．6―58．5―1：10．2

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F48．4―3F36．5
3 ・（5，14）－（7，3）（8，6）10，11（4，2）12－9－13－1 4 ・（5，14）（3，6）7－（10，8）（2，11）12，4，9（13，1）

勝馬の
紹 介

ディーズプラネット �
�
父 ク ロ フ ネ �

�
母父 シンボリクリスエス デビュー 2015．8．16 新潟1着

2013．3．21生 牝4芦 母 ザ デ イ 母母 ウエイアウト 16戦4勝 賞金 70，181，000円
［他本会外：2戦0勝］

26022 9月10日 晴 良 （29阪神4）第2日 第10競走 ��
��1，800�

にしのみや

西宮ステークス
発走15時00分 （芝・右・外）
3歳以上，1，600万円以下，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳
以上57�，牝馬2�減

賞 品
本 賞 18，200，000円 7，300，000円 4，600，000円 2，700，000円 1，820，000円
付 加 賞 168，000円 48，000円 24，000円 � コースレコード

中央レコード
1：44．5
1：43．9

良
良

22 ジョルジュサンク 牡4栗 57 M．デムーロ �CHEVAL AT-
TACHE �島 一歩 浦河 鎌田 正嗣 522＋ 61：46．5 4．1�

44 ミエノサクシード 牝4栗 55 川島 信二里見美惠子氏 高橋 亮 新ひだか 千代田牧場 456＋ 41：46．6	 1．7�
88 エトルディーニュ 牡3青鹿54 戸崎 圭太柴原 榮氏 小桧山 悟 日高 瀬戸牧場 472－121：46．92 6．8�
66 マイネルネーベル 牡5鹿 57 和田 竜二 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 五十嵐忠男 新冠 ビッグレッドファーム 466＋141：47．0クビ 27．0�
55 ケンホファヴァルト 牡4鹿 57 浜中 俊中西 宏彰氏 森 秀行 新冠 マリオステー

ブル 452± 01：47．42
 5．9�
33 ブレイヴリー 牡6鹿 57 国分 恭介岡田 牧雄氏 宮 徹 新ひだか 岡田スタツド B492＋10 〃 ハナ 27．8	
77 メイショウコルノ 牡6黒鹿57 岩崎 翼松本 好雄氏 河内 洋 浦河 富田牧場 544＋ 81：47．71	 33．2

11 シ ト ロ ン 牝4鹿 55 荻野 琢真�ミルファーム 田中 清隆 新ひだか 見上牧場 B444－ 41：48．02 127．3�

（8頭）

売 得 金
単勝： 49，546，300円 複勝： 126，674，500円 枠連： 発売なし
馬連： 111，042，100円 馬単： 67，624，100円 ワイド： 50，269，100円
3連複： 119，429，300円 3連単： 349，225，900円 計： 873，811，300円

払戻金・
給付金

単 勝 � 410円 複 勝 � 120円 � 110円 � 130円 枠 連 発売なし

馬 連 �� 320円 馬 単 �� 780円

ワ イ ド �� 150円 �� 320円 �� 220円

3 連 複 ��� 450円 3 連 単 ��� 2，200円

票 数

単勝票数 計 495463 的中 � 95135（2番人気）
複勝票数 計1266745 的中 � 86636（2番人気）� 984138（1番人気）� 61582（4番人気）
馬連票数 計1110421 的中 �� 264119（1番人気）
馬単票数 計 676241 的中 �� 64429（4番人気）
ワイド票数 計 502691 的中 �� 103758（1番人気）�� 32677（5番人気）�� 55780（3番人気）
3連複票数 計1194293 的中 ��� 196269（1番人気）
3連単票数 計3492259 的中 ��� 114597（7番人気）

ハロンタイム 12．9―11．8―12．4―12．6―12．3―11．7―10．8―10．5―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400� 1，600�
12．9―24．7―37．1―49．7―1：02．0―1：13．7―1：24．5―1：35．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．5―3F32．8
3 2（6，7）（5，3）（1，8）－4 4 2（6，7，3）（5，8，4）1

勝馬の
紹 介

ジョルジュサンク 
�
父 ヴィクトワールピサ 

�
母父 ラ ム タ ラ デビュー 2015．7．19 函館2着

2013．5．27生 牡4栗 母 ハリウッドローズ 母母 ユキノローズ 20戦4勝 賞金 86，388，000円
〔発走時刻の変更〕 発走時刻を15時01分に変更。
〔制裁〕 エトルディーニュ号の調教師小桧山悟は，登録服色を使用できなかったことについて過怠金10，000円。

２レース目



26023 9月10日 晴 良 （29阪神4）第2日 第11競走
サマースプリントシリーズ

��
��1，200�第31回産経賞セントウルステークス（ＧⅡ）

発走15時35分 （芝・右）
3歳以上，除3歳未出走馬および未勝利馬；負担重量は，3歳54�4歳以上56�，牝馬
2�減，28．9．10以降GⅠ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬2�増，牝馬限定GⅠ競走ま
たはGⅡ競走（牝馬限定競走を除く）1着馬1�増，28．9．9以前のGⅠ競走（牝馬限定競
走を除く）1着馬1�増（ただし2歳時の成績を除く）

産経新聞社賞（1着）
賞 品

本 賞 59，000，000円 24，000，000円 15，000，000円 8，900，000円 5，900，000円
付 加 賞 1，022，000円 292，000円 146，000円 � コースレコード

中央レコード
1：07．1
1：06．5

良
良

57 ファインニードル 牡4鹿 56 M．デムーロ H.H．シェイク・モハメド 高橋 義忠 日高 ダーレー・ジャパン・
ファーム有限会社 464－ 21：07．5 3．1�

46 ラインミーティア 牡7鹿 56 西田雄一郎大澤 繁昌氏 水野 貴広 新冠 アラキフアーム 470± 01：07．71� 19．3�
813 ダンスディレクター 牡7鹿 56 浜中 俊太田珠々子氏 笹田 和秀 新ひだか 藤原牧場 434－ 8 〃 クビ 8．2�
22 	 メラグラーナ 牝5鹿 54 戸崎 圭太吉田 和美氏 池添 学 豪 Emirates

Park Pty Ltd 532＋ 4 〃 アタマ 4．4�
11 アドマイヤゴッド 牡5鹿 56 北村 友一近藤 利一氏 須貝 尚介 安平 ノーザンファーム B494－ 2 〃 ハナ 33．3�
33 アルティマブラッド 牝5青鹿54 藤岡 康太 �社台レースホース音無 秀孝 千歳 社台ファーム 476－ 41：07．8クビ 9．2	
69 ミッキーラブソング 牡6黒鹿56 和田 竜二野田みづき氏 橋口 慎介 千歳 社台ファーム 462＋ 21：08．12 65．9

711 スノードラゴン 牡9芦 57 大野 拓弥岡田 牧雄氏 高木 登 新冠 イワミ牧場 504－ 8 〃 クビ 23．3�
814	 フィドゥーシア 牝5鹿 54 石橋 脩前田 幸治氏 松元 茂樹 米 North Hills

Co. LTD. 480＋ 21：08．2クビ 3．6�
712 ラヴァーズポイント 牝7青鹿54 川須 栄彦三宅 勝俊氏 高橋 康之 浦河 昭和牧場 512± 01：08．41� 58．0
58 ワキノブレイブ 牡7青鹿56 小牧 太脇山 良之氏 清水 久詞 新冠 平山牧場 490－10 〃 ハナ 193．4�
34 ツィンクルソード 牡6芦 56 藤岡 佑介 �サンデーレーシング 松永 昌博 安平 ノーザンファーム 478＋ 2 〃 アタマ 96．3�
45 プレイズエターナル 牡7黒鹿56 池添 謙一 H.H．シェイク・モハメド 安田 隆行 日高 ダーレー・ジャパン・

ファーム有限会社 B484－101：08．5
 49．2�
610 ワキノヒビキ 牡5鹿 56 荻野 極脇山 良之氏 清水 久詞 新ひだか 広田牧場 510＋ 41：08．82 186．8�

（14頭）

売 得 金
単勝： 160，821，600円 複勝： 197，883，100円 枠連： 103，213，300円
馬連： 549，717，500円 馬単： 248，845，900円 ワイド： 239，907，300円
3連複： 832，554，700円 3連単： 1，481，474，000円 計： 3，814，417，400円

払戻金・
給付金

単 勝 � 310円 複 勝 � 140円 � 470円 � 260円 枠 連（4－5） 1，980円

馬 連 �� 3，090円 馬 単 �� 4，500円

ワ イ ド �� 1，130円 �� 650円 �� 2，400円

3 連 複 ��� 7，570円 3 連 単 ��� 36，810円

票 数

単勝票数 計1608216 的中 � 414808（1番人気）
複勝票数 計1978831 的中 � 500523（1番人気）� 83113（7番人気）� 173587（4番人気）
枠連票数 計1032133 的中 （4－5） 40216（9番人気）
馬連票数 計5497175 的中 �� 137857（11番人気）
馬単票数 計2488459 的中 �� 41406（18番人気）
ワイド票数 計2399073 的中 �� 54190（11番人気）�� 99079（7番人気）�� 24632（27番人気）
3連複票数 計8325547 的中 ��� 82398（24番人気）
3連単票数 計14814740 的中 ��� 29176（111番人気）

ハロンタイム 12．2―10．8―10．8―11．1―11．1―11．5

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000�
12．2―23．0―33．8―44．9―56．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F44．5―3F33．7
3 14，12，7，3，1（6，9）11（8，13）2，5，4，10 4 14，12（7，3）1，9（6，11）（8，13）2（4，5）－10

勝馬の
紹 介

ファインニードル �
�
父 アドマイヤムーン �

�
母父 Mark of Esteem デビュー 2015．9．19 阪神4着

2013．4．26生 牡4鹿 母 ニードルクラフト 母母 Sharp Point 21戦6勝 賞金 151，442，000円
※一般事項Ⅴ－2の（4）によりファインニードル号は，スプリンターズステークス（GⅠ）競走に優先出走できる。

26024 9月10日 晴 良 （29阪神4）第2日 第12競走 ��1，600�サラブレッド系3歳以上
発走16時10分 （芝・右・外）

500万円以下；負担重量は，3歳55�4歳以上57�，牝馬2�減
本 賞 7，500，000円 3，000，000円 1，900，000円 1，100，000円 750，000円� コースレコード

中央レコード
1：31．9
1：30．7

良
良

34 エンヴァール 牡4栗 57 福永 祐一寺田千代乃氏 藤原 英昭 安平 ノーザンファーム 464± 01：33．4 1．8�
711 マテラアリオン 牡4黒鹿57 北村 友一大野 照旺氏 浜田多実雄 浦河 高松牧場 474＋ 2 〃 クビ 34．1�
814 ウェーブヒーロー 牡4鹿 57 和田 竜二万波 健二氏 平田 修 新冠 新冠橋本牧場 490＋ 41：33．5� 7．4�
610 ルエヴェルロール 牝3黒鹿53 池添 謙一 �キャロットファーム 大久保龍志 白老 （有）社台コーポレー

ション白老ファーム 414－101：33．6� 15．1�
69 ラントシャフト 牝3栗 53 大野 拓弥 �サラブレッドクラブ

・ラフィアン 西園 正都 新冠 ビッグレッドファーム 448± 01：33．7クビ 86．6	
22 ディープエクシード 牡4鹿 57 戸崎 圭太菅原 広隆氏 羽月 友彦 新冠 パカパカ

ファーム 480± 01：33．91� 12．1

813 ワンダーアマービレ 牝3鹿 53

52 ☆	島 克駿山本 信行氏 杉山 晴紀 新ひだか 城地 清満 430－ 6 〃 アタマ 120．0�
58 グランノーブル 牡4鹿 57

54 ▲森 裕太朗三宅 勝俊氏 佐々木晶三 新冠 オリエント牧場 B492－ 6 〃 ハナ 6．5�
57 ミヤビベスト 牡3鹿 55 浜中 俊村上 義勝氏 笹田 和秀 新ひだか 高橋 修 490－ 4 〃 クビ 88．1
45 ダノンメモリー 
4鹿 57 幸 英明�ダノックス 松田 国英 安平 追分ファーム 518－ 21：34．0� 9．1�
712 スズカウルトラ 牡4鹿 57 熊沢 重文永井 啓弍氏 大橋 勇樹 浦河 山口 義彦 468＋101：34．1� 187．6�
46 ジョウショーホマレ 牝3栗 53 小牧 太熊田 義孝氏 服部 利之 新冠 五丸農場 458－ 61：34．31� 86．7�
33 リングオブハピネス 牝4栗 55 藤岡 康太五影 慶則氏 奥村 豊 新ひだか フジワラフアーム 466－ 4 〃 アタマ 175．0�
11 アドマイヤプリヴ 牡3青鹿55 M．デムーロ近藤 利一氏 友道 康夫 安平 ノーザンファーム 446＋ 21：34．4クビ 12．9�

（14頭）

売 得 金
単勝： 72，659，600円 複勝： 137，710，900円 枠連： 34，507，000円
馬連： 173，867，500円 馬単： 97，023，100円 ワイド： 94，206，300円
3連複： 238，543，200円 3連単： 447，862，400円 計： 1，296，380，000円

払戻金・
給付金

単 勝 � 180円 複 勝 � 110円 � 420円 � 160円 枠 連（3－7） 1，610円

馬 連 �� 1，830円 馬 単 �� 2，540円

ワ イ ド �� 770円 �� 260円 �� 1，550円

3 連 複 ��� 3，280円 3 連 単 ��� 13，480円

票 数

単勝票数 計 726596 的中 � 317574（1番人気）
複勝票数 計1377109 的中 � 784486（1番人気）� 33179（8番人気）� 128313（2番人気）
枠連票数 計 345070 的中 （3－7） 16603（7番人気）
馬連票数 計1738675 的中 �� 73254（7番人気）
馬単票数 計 970231 的中 �� 28552（11番人気）
ワイド票数 計 942063 的中 �� 29243（8番人気）�� 107934（1番人気）�� 13791（18番人気）
3連複票数 計2385432 的中 ��� 54535（14番人気）
3連単票数 計4478624 的中 ��� 24084（42番人気）

ハロンタイム 12．5―10．8―11．2―11．6―11．5―11．5―11．9―12．4

通過タイム
200� 400� 600� 800� 1，000� 1，200� 1，400�
12．5―23．3―34．5―46．1―57．6―1：09．1―1：21．0

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 3→4」 上り4F47．3―3F35．8
3 8－5－7，11（1，12）6，10（4，14）9，13，2－3 4 8＝5－7，11（1，12）（6，10）（4，14）（9，2）13，3
市場取引馬

勝馬の
紹 介

エンヴァール �
�
父 ダイワメジャー �

�
母父 Charismatic デビュー 2015．10．18 京都2着

2013．3．14生 牡4栗 母 カリズマティックゴールド 母母 Color of Gold 10戦3勝 賞金 34，300，000円

４レース目



（29阪神4）第2日 9月10日（日曜日） 晴 馬場 （芝Aコース）
（ダート）

良
良

競走回数 12回 出走頭数 140頭 本 賞
距離別出走奨励賞
内国産馬所有奨励賞
付 加 賞
出 走 奨 励 金
特 別 出 走 手 当
騎 乗 手 当
厩務員出走奨励金

289，100，000円
2，530，000円
18，090，000円
2，130，000円
34，360，000円
58，042，000円
4，401，800円
1，344，000円

勝馬投票券売得金
588，345，700円
1，064，468，500円
260，031，600円
1，437，320，200円
765，940，100円
739，897，600円
1，994，593，900円
3，699，253，300円

�
�
�
�
�
�
�
�

単 勝
複 勝
枠 連
普 通 馬 連
馬 単
ワイド【拡大馬連】
3 連 複
3 連 単
計 10，549，850，900円

総入場人員 19，217名 （有料入場人員 17，894名）
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